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開会式
9:00～9:25

 福島事故-1
10:00～11:00

座長：鈴木敦雄（ミリオン･キャンベラ）

A1-1　福島第一原子力発電所における放射
線防護について
○松澤 俊春, 金濱 秀昭, 林 宏二（東電HD）

 環境放射能
10:15～11:45

座長：永岡美佳（原子力機構）

　

A1-2　福島第一原子力発電所における排水
路の排水濃度低減対策の効果について
○向田 直樹, 猪狩宜行, 勝見 翔吾, 遠藤 達
也, 原 晃, 岡村 知巳 （東電HD）

B1-1　最近の日本の降水中トリチウム濃度
○仲宗根 峻也（琉大院）, 伊志嶺 聡伸（琉大）,
石津 裕二（琉大院）, 城間 吉貴（弘前大）, 赤
田 尚史（核融合研）, 柿内 秀樹（環境科学技
術研究所）, 真田 哲也（北科大）, 古川 雅英
（琉大）

A1-3　福島第一周辺海域における放射能濃
度推移について
○高宮 枝里, 木幡 勝彦, 林 宏二（東京電力
HD）

B1-2　環境トリチウム分析のための小型電解
濃縮セルの性能評価と使用の実際
○玉利 俊哉, 島 長義（九環協）

A1-4　マルチコプター「RISER」等を用いた遠
隔線量評価技術の適用について
○三仙 幸将, 大浦 正利, 菊地 弘幸, 高平 史
郎, 牧平 淳智（東電HD）, 佐藤 雄太, 齊藤 大
祐, 小林 峰人, 平井 計仁（ATOX）, Ashley
Napier, Matt Mellor（Createc Technologies
Ltd）

B1-3　松葉標準試料（NIST-1575a）の非交換
型OBT濃度
○赤田 尚史（核融合研）, 柿内 秀樹（環境科
学技術研究所）, 島長義, 玉利俊哉（九環協）

 医療被ばく-1
11:00～12:00

座長：藤淵俊王（九州大）

B1-4　環境試料中非交換型有機結合型トリチ
ウムの定量
○柿内 秀樹, 長谷川 英尚, 植田真司（環境科
学技術研究所）, 赤田尚史（核融合研）, 久松
俊一（環境科学技術研究所）

A1-5　複数回CT検査を受けている小児の検
査理由の分析　ー14年間の2病院比較−
○吉武 貴康（新別府病院）, 小野 孝二（東京
医保大）, 宮嵜 修（国立成育医療研究セ）, 甲
斐 倫明（大分看科大）

B1-5　海水中の放射性ストロンチウムの迅速
分離とプラスチックシンチレータを用いた新し
い測定法
○加藤 結花（日立）, 箕輪 はるか（慈恵医大）,
緒方 良至（名大）

A1-6　CT撮影による被ばく線量評価システム
WAZA-ARIv2のデータ収集の効率化に向けて
○古場 裕介, 奥田 保男, 仲田 佳広（放医研）,
小野 孝二（東京医療保健大）, 吉武 貴康（新
別府病院）, 長谷川 隆幸（東海大附属大磯病
院）, 勝沼　泰（東海大附属病院）, 笠原 哲治
（千葉大病院）, 高橋 史明, 佐藤 薫（原子力機
構）, 赤羽 恵一, 神田 玲子（放医研）, 甲斐 倫
明（大分看科大）

B1-6　地下水中放射性物質及び微量元素等
の調査手法検討
○藤川 陽子（京大）, 国分 宏城, 吉田 博文,
村沢 直治（福島環創セ）, 谷口 文紀（京大）,
谷口 省吾（大産大）

特別セッション-1
Peter Bryant先生

9:30～10:00
座長：甲斐倫明（大分県立看護科学大）

日本保健物理学会第51回研究発表会プログラム

1日目　6月29日（金）

企画セッション
「水晶体線量限度に関する

国内外の動向」
10:00-12:00

座長：飯本武志（東大）



A1-7　ボクセルファントムを用いた任意体格患
者のCT診断に伴う臓器線量解析
○佐藤 薫, 高橋 史明（原子力機構）, 古場 裕
介（放医研）, 小野 孝二（東京医療保健大）, 吉
武 貴康（新別府病院）, 長谷川 隆幸, 勝沼 泰
（東海大附属病院）, 笠原 哲治（千葉大病院）,
奥田 保男, 仲田 佳広（放医研）, 赤羽 恵一
（放医研）, 神田 玲子（放医研）, 甲斐 倫明（大
分看科大）

A1-8　SID変更時のEPD法による入射表面線
量 ～実測値との比較検討～
○村上 拓巳（北科大）, 武田 浩光, 浅沼 治
（札幌医大病院）, 赤石 泰一（札幌医科大）, 次
木 嵩人（札幌医科大）, 島雄 大介（北科大）

昼休み 学友会 昼休み

総会
13:00～13:50

放射線影響･リスク解析-1
14:00～15:00

座長：小嶋光明(大分看科大)

線量評価-1
14:00～15:30

座長：高田千恵(原子力機構)

A1-9　放射線業務従事者における白血病死
亡リスクの検討
○工藤 伸一, 石田 淳一, 吉本 恵子, 古田 裕
繁（放影協）

B1-7　東電福島第一原子力発電所作業者の
水晶体の等価線量評価（1）：概要及び個人線
量測定結果
○横山 須美（藤田保衛大）, 江崎 巌（千代田
テクノル）, 青木 克憲（原子力機構）, 立崎 英
夫（放医研）, 平尾 茂一（福島大）, 立木 秀一
（藤田保衛大）, 吉富 寛, 星 勝也, 谷村 嘉彦
（原子力機構）, 大口 裕之（千代田テクノル）,
辻村 憲雄（原子力機構）

A1-10　放射線業務従事者の中性子外部被ば
く可能性を考慮したがん死亡リスク
○古田 裕繁, 石田 淳一, 工藤 伸一, 吉本恵
子（放影協）

B1-8　東電福島第一原子力発電所作業者の
水晶体の等価線量評価　（2）：個人線量測定
概要と線量計比較
○江崎 巌（千代田テクノル）, 青木 克憲（原子
力機構）, 立崎 英夫（放医研）, 平尾 茂一（福
島大）, 立木 秀一（藤田保衛大）, 吉富 寛, 星
勝也（原子力機構）, 谷村 嘉彦（原子力機構）,
大口裕之（千代田テクノル）, 辻村 憲雄（原子
力機構）, 横山 須美（藤田保衛大）

特別セッション-2
Rolf Michel先生

13:50～14:30
座長：山田崇裕（近大）



A1-11　原子力作業者のがん死亡率の線量率
効果：ハンフォードデータの再解析
○佐々木 道也（電中研）, 工藤 伸一, 古田 裕
繁（放影協）

B1-9　東電福島第一原子力発電所作業者の
水晶体の等価線量評価 (3) 光子スペクトル測
定に基づく水晶体線量評価
○吉富 寛, 谷村 嘉彦, 星 勝也, 青木 克憲, 辻
村 憲雄（原子力機構）, 横山 須美（藤田保衛
大）

A1-12　白内障数理モデルの構築
○浜田 信行（電中研）, 坂下 哲哉（量研機構･
高崎研）, 佐藤 達彦（原子力機構）

B1-10　東電福島第一原子力発電所作業者の
水晶体の等価線量評価（４）ベータ線スペクト
ル測定に基づく水晶体線量評価
○星 勝也, 辻村 憲雄（原子力機構･核サ研）,
青木 克憲（原子力機構･東農）, 吉富 寛（原子
力機構･原科研）, 谷村 嘉彦（原子力機構･原
科研）, 横山 須美（藤田保衛大）

放射線計測-1
15:00～16:30

座長：井上一雅(首都大)

B1-11　東電福島第一原子力発電所作業者の
水晶体の等価線量評価（5）頭部ファントムを
用いた水晶体用個人線量計の光子照射試験
○辻村 憲雄, 吉富 寛, 星 勝也, 青木 克憲, 谷
村 嘉彦, 西野 翔（原子力機構）, 横山 須美
（藤田保衛大）

A1-13　無人ヘリ搭載小型軽量コンプトンカメ
ラを用いた放射線分布測定とドローン空撮に
よる3D地形モデルの融合
○寺阪 祐太, 佐藤 優樹, 冠城 雅晃, 宇佐美
博士, 森下 祐樹, 鳥居 建男（原子力機構）

B1-12　ＩＣＲＰの眼の水晶体の線量限度引き
下げに対する自主的な取り組みについて
○阿部 謙一, 吉田 武史, 佐藤 暢秀, 夏目 良
典, 尾崎 大輔（東京電力）

A1-14　コンプトンカメラを搭載したドローンの
移動飛行撮影による放射線分布の可視化
○小澤 慎吾（千代田テクノル）, 鳥居 建男, 佐
藤 優輝, 寺阪 祐太（原子力機構）

放射線影響･リスク解析-2
15:30～16:30

座長：浜田信行(電中研)

A1-15　well形Ge検出器を用い134Csの放射能
をピークおよびサムピークの計数で計算する
方法
○緒方 良至（名古屋）, 小島 貞男（愛知医科
大）, 板津 英輔（セイコーEG&G）

B1-13　核内誘発DNA損傷数に関する光子・
電子エネルギーの依存性
○谷内 淑恵（北大）, 吉井 勇冶（札幌医大）,
松谷 悠佑（原子力機構）, 伊達 広行（北大）

A1-16　RI中性子源を用いた中性子測定器の
JCSS校正
○内田 芳昭（放計協）, 原野 英樹, 松本 哲郎,
増田 明彦（産総研）

B1-14　セシウムボール被ばくによる細胞核線
量とDNA損傷の推定
○松谷 悠佑（原子力機構）, 浜田 信行（電中
研）, 伊達 広行（北大）, 佐藤 達彦（原子力機
構）

A1-17　小型OSL線量計を用いたIVR術者水
晶体被ばく線量測定に向けた線量値の信頼
性の検証
○岡崎 徹（長瀬ランダウア）, 浅原 孝（徳島
大）, 橋詰 拓弥（長瀬ランダウア,総研大）,
Vergil Cruz, Cheng Wei Hsin（長瀬ランダウ
ア）, 林 裕晃, 冨田 恵美, 後藤 聡汰（金沢大）,
三原 由樹（徳島大, 島根大学病院）金澤 裕樹
（徳島大）, 横山 須美（藤田保健大）

B1-15　低線量・低線量率における線量率効
果の推定値の課題：動物実験データの分析
○甲斐 倫明, 恵谷 玲央, 小嶋 光明（大分看
科大）

A1-18　冷却CCDカメラを用いたオートラジオ
グラフィ技術の開発
○田村 健, 根本 典雄, 磯崎 航平（原子力機
構）

B1-16　マイクロビームを用いた放射線に対す
る細胞集団の応答ー照射面積の違いによる
DNA損傷応答の変化ー
○小嶋 光明（大分看科大）, 川俣 陽平, 伊藤
敦（東海大）, 宇佐美 徳子（高エネ研）, 甲斐
倫明（大分看科大）

懇親会会場準備（17:20-18:30）

懇親会/学会賞授与/ポスター表彰
18：30～20：30

ポスターセッション・コアタイム＆投票 16:30 ～ 17:20

特別セッション-3
原子力規制庁放射線防護研究

アンブレラ型ネットワーク推進事業
14:30～15:30

座長：神田玲子（量研・放医研）

企画セッション
「標準化委員会」

15:30～16:15
座長：床次眞司（弘前大）
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医療被ばく-2
9:00～10:15

座長：谷幸太郎（量研・放医研）

 ラドン･トロン
9:00～10:15

座長：平尾茂一(福島大)

A2-1　肩関節正面撮影における蛍光ガラス線
量計を用いた散乱線被ばくの検討
○星 健斗（北科大), 次木 嵩人（札幌医大病
院）, 赤石 泰一（札幌医科大）, 浅沼 治, 武田
浩光（札幌医科大病院）, 島雄 大介（北科大）

B2-1　ラドン・トロンの環境中での空間分布と
散逸率評価への応用
○鈴木 崇仁（弘前大）, 赤田 尚史（核融合研）,
岩岡 和輝, 山内 可南子, 工藤 ひろみ, 玉熊
佑紀, 山田 椋平, 城間 吉貴（弘前大）, 古川
雅英（琉大）, 細田 正洋, 床次 眞司（弘前大）

A2-2　照射野サイズの変化による入射表面線
量の違い ～実測値とEPD法による計算値との
比較検討～
○大塚 楠平（北科大）, 武田 浩光, 浅沼 治
（札幌医大病院）, 赤石 泰一（札幌医大）, 次木
嵩人（札幌医大病院）, 島雄 大介（北科大）

B2-2　青森市内におけるラドン及びその子孫
核種が環境モニタリングに与える影響
○玉熊 佑紀, 山田 椋平（弘前大）, 鈴木 将文,
神 俊雄, 竹ケ原 仁（青森県原子力セ）, 岩岡
和輝, 細田 正洋, 床次 眞司（弘前大）

A2-3　一般撮影における複数の線量計による
入射表面線量の横断的評価
○藤淵 俊王, 井手 隆裕（九州大）

B2-3　 シリコンフォトダイオードを用いた静電
捕集型ラドンモニタの実用化に向けた検討
○細田 正洋, 館山 福樹, 玉熊 佑紀, 鈴木 崇
仁, 山田 椋平, 岩岡 和輝, 床次 眞司（弘前
大）

A2-4　血管IVRに従事する多職種の水晶体被
曝-DOSIRISとガラスバッジでの評価-
○芳賀 喜裕, 千田 浩一（東北大）, 加賀 勇治
（仙台厚生病院）, 曽田 真宏, 石井 浩生, 薩來
康（東北大）

B2-4　沖縄県玉泉洞における滴下水中ラドン
濃度の時間変動
○城間 吉貴（弘前大）, 城間 修平（琉大）, 加
藤 明己（核融合研）, 伊志嶺 聡伸, 服部 貴昭
（琉大）, 仲宗根 峻也（琉大院）, 真田 哲也（北
科大）, 赤田 尚史（核融合研）, 床次 眞司（弘
前大）, 古川 雅英(琉大)

A2-5　日本人型0.5歳児ファントムの開発
○川浦 稚代, 大澤 直子, 藤井 啓輔（名大院）,
山内 雅人（愛知医大病院）, 今井 國治, 池田
充（名大院）, 伊藤 公一（公立陶生病院）, 奈良
井 和宏（テクノラド）

B2-5　皮膚沈着したラドン子孫核種の被ばく
評価
○迫田晃弘（原子力機構・人形峠）

線量評価-2
10:15～12:00

座長：岩岡和輝（弘前大）

防災・緊急時対応-1
10:15～11:45

座長：岩井敏（原子力安全推進協会）

A2-6　放射性ストロンチウムを対象としたバイ
オアッセイ法の迅速化に向けた検討
○永岡 美佳, 藤田 博喜（原子力機構）, 栗原
治（放医研）

B2-6　大洗研究開発センター燃料研究棟　汚
染・内部被ばく事故　（１）事故の概要
○木内 伸幸, 橋本 周, 酒井 俊也, 吉澤 道夫,
百瀬 琢磨（原子力機構）

A2-7　血管造影・IVRに携わる医療従事者の
水晶体線量の左右差に関する基礎検討
○石井 浩生, 薩來 康（東北大）, 芳賀 喜裕,
加賀 勇次（仙台厚生病院）, 稲葉 洋平, 千田
浩一（東北大）

B2-7　大洗研究開発センター燃料研究棟　汚
染・内部被ばく事故　(2)肺モニタにおける体表
面汚染の影響
○滝本 美咲, 山崎 巧, 高田 千恵, 岡田 和彦,
遠藤 章, 吉澤 道夫, 百瀬 琢麿（原子力機構）

A2-8　ウランに対する内部被ばく線量評価に
関するEURADOS相互比較試験
○谷 幸太郎, 金 ウンジュ, 栗原 治（放医研）

B2-8　大洗研究開発センター燃料研究棟　汚
染・内部被ばく事故　(3)作業員の被ばく評価
にかかる放射線管理情報等の測定及び調査
○加藤 祥成, 橋本 周, 宮内 英明, 安宗 貴志,
前田 英太, 高崎 浩司, 吉澤 道夫, 百瀬 琢磨
(原子力機構）

企画セッション
医学･医療分野の放射線計測技術

9:00-10:00
座長：佐々木恒平（北科大）

企画セッション
国際対応委員会

10:00-11:00
座長：服部隆利（電中研）

2日目　6月30日（土） 



A2-9　モンテカルロ法によるサイバーナイフ治
療施設からの漏えい線量評価の高度化（２）
○小川 喜弘（近畿大）, 矢作 遼太郎, 満石 敦
（日本アキュレイ）

B2-9　大洗研究開発センター燃料研究棟　汚
染・内部被ばく事故　(4)半面マスクの防護性
能の調査
○髙畠 英治, 伊東 康久, 川崎 位, 高田 千恵,
橋本 周, 高崎 浩司, 吉澤 道夫, 百瀬 琢麿（原
子力機構）

A2-10　次世代ポリゴン人体ファントムを用い
た線量評価技術の開発
○古田 琢哉, 佐藤 薫, 高橋 史明（原子力機
構）

B2-10　大洗研究開発センター燃料研究棟 汚
染・内部被ばく事故 (5)被ばく線量評価
○橋本 周, 高田 千恵, 高橋 聖, 鈴木 武彦, 高
崎 浩司, 遠藤 章, 吉澤 道夫, 百瀬 琢磨（原子
力機構）, 金 ウンジュ, 栗原 治, 明石 真言（放
医研）

A2-11　北朝鮮　核実験場周辺住民の線量推
定
○高田 純（札幌医科大）

B2-11　大洗研究開発センター燃料研究棟
汚染・内部被ばく事故　(6)事故対応における
教訓及び対策
○高田 千恵, 石川 敬二, 助川 和弘, 野村 紀
男, 高崎 浩司, 住谷 秀一, 吉澤 道夫, 百瀬 琢
麿（原子力機構）

A2-12　親子食育ワークショップでの放射線リ
スクコミュニケーションの試み
○山口 一郎（保健医療科学院）

国際対応委員会オプショナルセッション
－実効線量の使用に関する

ICRP TG79 報告書 勉強会－
12：00～12：50

座長：服部隆利（電中研）

昼休み 昼休み

防災･緊急時対応-2
13:00～14:00

座長：辻口貴清(弘前大)

B2-13　ホールボディカウンタを用いた測定に
よる体内カリウム-40量と体格因子との関係
○大原 遥（北科大）, 武田 浩光, 浅沼 治（札
医大）, 佐藤 香織, 吉井 勇治, 赤石 泰一（札
医大）, 真田 哲也（北科大）

B2-14　練習船「深江丸」を用いた海上放射線
モニタリングシステム
○梅川 修輔, 森 豊, 大藤 広暉, 足立 遼太, 金
崎 真聡（神戸大）, 小平 聡（放医研）, 若林 伸
和, 矢野 吉治, 小林 英一, 小田 啓二（神戸
大）

B2-15　海上移動型放射線モニタリングにおけ
る移流拡散モデルを用いた船舶乗組員への
線量評価(2)
○足立 遼太, 森 豊, 金崎 真聡（神戸大）, 梶
野 瑞王（気象研）, 小田 啓二（神戸大）

B2-16　正当化の原則を踏まえた放射線災害
時の避難対策に関する考察
○保田 浩志, 廣田 誠子（広大･原医研）

合同企画セッション
低線量リスク委員会、

実効線量･実用量
及び国民線量評価委員会

13:00-14:30
座長：高橋史明（原子力機構）

企画セッション
低線量被ばくの現状と放射線影響

11:00～12:00
座長：島雄大介（北科大）

企画セッション
若手研究会
13:00～14:00

座長：大谷浩樹（帝京大）



放射線計測-2
14:00～15:00

座長：迫田晃弘(原子力機構)

リスコミ･廃棄物･教育
14:00～15:30

座長：荻野晴之（電中研）

A2-13　水晶体被ばく防護における基礎検討：
空間散乱X線平均エネルギー測定の検討
○薩來 康, 千田 浩一, 稲葉 洋平, 石井 浩生
（東北大）

B2-17　放射線防護メガネによる入射角度別
の水晶体遮蔽効果の検証
○藤淵 俊王, 平田 悠真（九大）

A2-14　空気中を浮遊する放射性セシウムの
早期検知技術の確立
○大島 雄志, 前川 立行, 寺村 司, 鶴岡 公敏,
藤原 栄一, 市川 亮（東芝）

B2-18　大型任意形状対象物に対する放射能
表面汚染密度自動測定装置の開発(phase-3)
○山田 悠介, 近江 正（日本原電）, 及川 志郎,
竹山 信一（スギノマシン）, 高橋 浩（富士古河
E&C）

A2-15　コンクリート壁のin-situ測定とその応
用
○鈴木 敦雄（ミリオン･キャンベラ）, 渡邉 将人
（中部電力）, 中山  隆博（テクノ中部）, 荒巻 景
子, 大山 正孝（中部電力）

B2-19　X線管吊り下げ型防護具使用時にお
ける散乱線シミュレーションと可視化
○阿野 匡昭（JCHO）

A2-16　教育現場における低エネルギーX線
評価方法の開発
○秋吉 優史（大阪府大）

B2-20　リアルタイム対話型ツールの被ばく医
療教育への導入の試み
○立崎 英夫, 清水 裕子, 仲野 高志, 松本 雅
紀（放医研）

B2-21　放射線施設を対象とした安全文化の
醸成に関する意識分析―効果的な組織体制
と運営を目指して
○小芝 嵩広（東大）, 兼古 知弥, 高嶋 隆太
（東理大）, 二ツ川 章二（RI協会）, 飯本 武志
（東大）

B2-22　社会的争点となっている低線量影響
に関する科学論文のレビューとその課題分析
○小野 孝二（東京医療保健大）, 甲斐 倫明
（大分看科大）

福島事故-2
15:30～16:30

座長：河野恭彦(原子力機構)

B2-23　福島県浜通りにおける作物中放射性

セシウムおよび90Sr濃度と作物摂取による内
部被ばく線量
○塚田 祥文（福島大）, 高橋 知之, 福谷 哲
（京都大学）, 青野 辰雄, 明石 真言（放医研）

B2-24　放射性セシウム含有キノコを摂取した
際の内部被ばく線量推定
○西小野 華乃子, 澤井 千秋, 山西 弘城（近
畿大）

B2-25　福島第一原発に近い地域の住家内セ
シウム汚染による内部被ばく線量評価
○吉田 浩子（東北大）, 篠原 直秀（産総研）,
真辺 健太郎（原子力機構）, 桧垣 正吾（東大）

B2-26　福島と他の原発の地震被害
○飽本 一裕（帝京大）

   
閉会式

16:30〜17:00

企画セッション
低線量・低線量率リスク推定法

専門研究会
15:00～16:30

座長：酒井一夫（東京医療保健大）

企画セッション
自然放射性核種を含む廃棄物の
放射線防護に関する専門研究会

14:30～15:30
座長：小林慎一（原燃工）

企画セッション
原子力防災における体外計測の

経験の総括と課題に関する専門研究会
15:30～16:30

座長：石川徹夫（福島県立医大）




